
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 子育ての情報交換やママ友を作りたいと思

っている方‼ぜひお越しください。 

日時：５日(月)午前 10 時～11 時 30 分 

会場：西公民館 和室① 

参加費：無料  内容：手遊び・読み聞かせ 

対象：乳幼児親子   持参：ﾊﾞｽﾀｵﾙ 
※保護者はマスクを着用してください。 

※おもちゃ等、消毒しております。 

0・1・2ちゃんママおしゃべり広場 スマホ初めて体験会 
スマートフォンの操作って難しいと思っていま

せんか？実際に触って体験でき、講師が丁寧に優

しく教えてくれます。この機会に是非！！ 

日時：２９日(木)午後 1 時３０分～ 

会場：集会室   参加費：無料 

対象：２０人(先着) スマホ未所持者・初心者 

講師：スマートフォンアドバイザー 
※参加者はマスクを着用してください。 

申込：受付中 

 

 

ソープカービング教室 
おうち時間が増えているなか、インテリアとして空間を華やかにしてみませんか。 

石けんに彫刻して香りを楽しもう♪ 

日時：８日６日(金)午後 1 時３０分～ 

会場：集会室  参加費：３００円 

対象：１０人(先着) ※託児付３人(先着) 

講師：石川さちこ（ドイツ世界料理オリンピック（IKA)  

フルーツカービング部門 銀賞） 

申込：５日（月）午前９時から 

 

住所：蕨市錦町 3-3-41 
Tel・Fax：048-442-4054 
Mail：nisi@city.warabi.saitama.jp 

６月７日、親子１２組が清水真由美先生

にご指導いただき「手形・足形を取ってスク

ラップブッキング」作りに参加しました。 

まずは、手形・足形取り。子どもたちは手

や足に専用のクレヨンを塗られると、キャ

ッキャッと声を上げてくすぐったい様子で

した。取った形を親子で一緒に糊で貼った

りお絵かきをして、最後に子どもの写真と

併せ、個性溢れる素敵な作品ができました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

錦町連絡室のご案内  
受付時間：平日 午前９時～正午 

申請できるもの 持ち物 手数料 

住民票(写) 

官公署発行の写真付き
の身分証明書 

(免許証・ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ等) 
写真無の場合２点以上 

  １通 

２００円    

印鑑登録証明書 
上記のものにあわせ 
印鑑登録証 

    
※同一世帯ではない代理人は、委任状が必要です。 

 

西公民館行政サービスのご案内  
受付時間：平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

内    容 料金 

粗大ゴミ収集券 １枚 550 円 

改訂版「わらび郷土かるた」 １冊 500 円 

第二中学校夜間照明使用コイン １枚 1,030 円 
   
 

外遊びを考える会「どろんこの王様」 

 平川 幸子  

「プチ泥棒登場!?」  
みなさん、ポケモンカードって知っていま

すか。お互いのカードを出して対戦できるト

レーディングカードのことです。小４の息子

は昨冬からハマり、毎日公園に集まっては対

戦したり、それぞれのカードを交換したりし

て楽しんでいるようです。 

さて、こうした小学生の遊びにつきものな

のがプチ泥棒。私たちの子ども時代にもビッ

クリマンチョコシールやファミコンカセット

で登場したプチ泥棒が、今回も現れました。息

子の話では、「あいつが来た時だけみんなのカ

ードがなくなる。」「カードを後でじっくり見

たいからとポケットに入れるのを見た。」「俺

のカードは〇〇と××が取られた。」などな

ど。こんな時、親はどうすべきか。被害の状況

にもよるかもしれませんが、静観することに

決めていました。息子は友だちと、どうしたら

取られないか、それぞれマークを付けようか、

などいろいろと話し合ったようで、その子ど

もたちの姿を想像すると、なんだか頼もしく、

プチ泥棒は子どもたちの成長のために必要不

可欠なものとさえ思います。 

こうした子どもたちの様子を見守る姿勢は

プレーパークから学びました。何か起こった

ら大人がすぐ割って入ったりアドバイスする

のではなく、子どもたちに任せてみること。社

会に出れば、解決しがたい様々な困難に直面

します。小さなうちから問題に向き合い試行

錯誤して乗り越えていく経験を積み重ねてい

くことが、将来、不安定な社会を生き抜いてい

く力となることでしょう。 

さて、先日、例のプチ泥棒が公園にひょっこ

り現れ、皆にカードを返してくれたそうです。

盗んだカードでは友だちと遊べないことに気

付いたのでしょうか。そんな失敗も経験にな

ります。こちらはこちらで学んだようですね。

めでたし、めでたし♫  

 

 

蕨市本人通知制度 

本人通知制度は、市町村が、住民票の写しや戸

籍謄本などを、代理人や第三者に交付した場合

に、希望する本人（事前に市町村への登録が必要）

に交付したその事実を通知するものです。 

これは不正請求の抑止となります。 

問合せ 市民課 ☎433-7751 

錦町ホット地域情報 

   
西小見守り隊 募集 

錦町コミュニティ委員会では、地域の子ども

たちを交通事故や犯罪から守るために、「西小

見守り隊」を発足し活動しています。時間の都

合のつく方は、「見守り活動」に参加しません

か。各町会長または錦町コミュニティ・センタ

ーまでご連絡ください。 
事務局 錦町コミュニティ・センター  

☎442-4054  



公民館では、駐車場に白いラインを引き

区画を分かりやすくしました。利用者から

は「一目で分かり易い」「以前と比べ車が停

めやすくなった」との声が挙がっています。

台数に限りがありますが、公民館利用の際

はぜひご活用ください。 

           
 

さつき保育園 

           ３歳児 うさぎ組  鈴木 望奈美 

 「みんなで遊ぶの楽しい！」 

 新しい生活も落ち着き、３歳児クラスになった

うさぎ組さん。少しずつルールのある遊びを楽

しめるようになってきました。 

一つ目のゲームはフルーツバスケットです。

最初はりんご、バナナなどの大人が作ったフル

ーツカードを首からかけていたのですが、初め

てやる子もルールを覚えるのが早く、あっとい

う間に遊びを楽しめるようになりました。今度

はもっとゲームを発展させたいと思い、フルー

ツバスケットのカードを自分たちで作ることに

しました。子どもたちと何のフルーツにしたい

かを決め、絵を描いたカードを渡しマーカーで

色を塗ってもらいました。りんごは何色？葉っ

ぱは何色かな？とみんなで確認し、白いところ

がなくなるまで塗ってみようなど塗り絵にも興

味を持っていました。完成したカードを首から

下げて特別なフルーツバスケットを楽しみまし

た！レベルを上げて、「りんごとみかん」「イチゴ

と桃とりんご」など２つ３つ選び移動する人を

増やしてみたりもしました。 

 もう一つのゲームは椅子取りゲームです。丸

く椅子を置き、「さんぽ」の歌を歌いながら回り

ます。オニの人も一緒に回りタンバリンを鳴ら

したら座る合図です。こちらもルールがすぐに

分かり、座れなかった時は応援席にまわっても

らい、最後まで残れるかを競争しました。お友だ

ちに椅子を譲ってしまうような姿もあったので

すが、負けたくない！という気持ちが強い子も

多く座れなかったときについ悔し涙を流すよう

な姿もありました。どうしたら早く座れるか

な？お友だちと椅子がぶつかってしまったとき

はどうしたらいいかな？など話してみて、音を

よく聞く、空いている椅子がないか周りを見る

など子どもたちなりに考えて遊びを楽しんでい

ます。 

 今はじゃんけんを一緒に覚えていて「げんこ

つ山のたぬきさん」の歌を歌いながらじゃんけ

んのタイミングや勝ち負けを覚えられるように

しています。これからもルールのある遊びをみ

んなで楽しもうと思っています！ 

 

 

  プレーパーク 

日時：１７日（土）午前１０時～午後４時                

対象：どなたでも OK！ 

    ※未就学児は保護者と一緒に参加 

 

 

日時：１３日（火）午前１０時～午後１時 

対象：未就園児と保護者 

内容：自分の発想で遊びを考える 

会場：富士見公園 

主催：外遊びを考える会「どろんこの王様」 

共催：蕨市立西公民館 

    

けろっこぱーく 

忘れ物はありませんか!? 
事務所に忘れ物や落し物がたくさん届いて

います。忘れ物は、３か月ほど保管をした後、

随時処分をいたしますので、ご了承ください。  

忘れ物に心当たりがある方は、事務所まで

お問合せください。 

 



  

 

No 講座名 日時 対象 参加費 

①  

 
 

宿題塾 
「早めに夏休みの宿題を終わらせちゃお！」 

７月２１日（水）、２６日

（月）、２８日（水） 

８月２日（月） 

午前１０時 

小学生 
無料 

申込不要 

②  

マジック教室 
「不思議なふしぎなマジックを 

教わって、君もマジシャンになろう！」 

７月２１日（水） 

午後１時３０分 

小学生 

20人 
500円 

③  

ガリレオ教室 

～ビー玉による顕微鏡作りと観察♪ 
「ビー玉で色々なものを見てみよう」 

７月２７日（火） 

午前１０時 

小学生 15人 

1.2年生は保

護者同伴 

500円 

④  

初めてのチアダンス 
「レッツダンス！男の子も 

  女の子も楽しく踊っちゃお！」 

８月４日・５日・６日 

（水－金） 

午前１０時 

小学生 

10人 
無料 

⑤  

親子星座教室 
「今回は月・土星・木星観察だよ！ 

 夏の星座も観てみよう☆」 

８月１５日（月）午後７時 

天候により、８月１８日

（水）午後７時 

２日間天候不順の場合中止 

小学生と保護

者 10組 
無料 

  

チャレンジ夏休み子ども教室 
申込み・問い合わせ・・・Tel・Fax  442-4054 

メール：nisi@city.warabi.saitama.jp  

☆☆☆今年の夏はみんな揃って公民館にきてみよう☆☆☆ 

①の宿題塾以外の全ての教室が抽選となります。 

 ※申込は一人２講座まで。申込書の第１・２希望を必ず丸で囲んでください。 

   抽選結果は、当落関わらず全員に通知します。 

 ※申込書に参加されるお子さんが記入して西公民館へご提出ください。 

   

    申し込み：６月２５日（金）～７月６日（火）（土日も可） 

    受付時間：午前８時３０分～午後７時３０分  

    

平和事業 
 

◆平和な世の中を目指して 

  8 月５日（木）～１１日（水） 

  西公民館 １階団体連絡室 
   実際に戦争を体験した市民の方々から、当時の資料をお借りして展示会を行いま

す。出兵する直前に友人たちから贈られた寄せ書きなど貴重な資料を展示いたしま
すので、是非一度ご覧ください。 

   
 


